応用地域学会（ＡＲＳＣ）第１８回研究発表大会プログラム

（※一部調整中）

第１日（12月11日（土））

（於：北九州国際会議場）

第１会場

第２会場

Early Bird Session 1
田渕 隆俊（東京大学経済学研究科）
A-1-1 発表題目 北関東地域における社会資本整備と経済成長

Early Bird Session ２
佐々木 公明（東北大学大学院情報科学研究科）
座長
B-1-1 発表題目 複数単位・複数工場からなる企業を伴う空間経済の展開 C-1-1 発表題目
について；ITの発展による影響
発表者 後閑 利隆（京都大学経済学研究科）
発表者
討論者 佐々木 公明（東北大学大学院情報科学研究科）
討論者
B-1-2 発表題目 集積、中間財、そして成長について
C-1-2 発表題目

座長

9:00-11:00

発表者

近藤 智士（筑波大学大学院経営・政策科学研究科）

討論者

教育投資の経済発展効果に関する
時間的遅れの多国間パネル分析
発表者
亀井 あかね（東北大学大学院情報科学研究科）
討論者
谷岡 弘二（大阪女子短期大学）
A-1-3 発表題目 OLGモデルを用いた地域間所得格差分析
A-1-2 発表題目

発表者
討論者

伊藤 亮（東北大学大学院情報科学研究科）
田渕 隆俊（東京大学経済学研究科）

第３会場

座長

発表者

広瀬 恭子（大阪大学経済学研究科）

発表者
討論者

Early Bird Session ３
柏谷 増男（愛媛大学）
国際的非政府組織における空間組織の編成
埴淵 知哉（京都大学文学研究科）
上海経済圏におけるFDIと産業集積との関係

佐野 宏（京都大学経済学研究科）
徳永 澄憲（筑波大学農林学系）
C-1-3 発表題目 地域別オフィス市場の構造差異と自然空室率
発表者

討論者
B-1-3 発表題目

第４会場

討論者

労働力の生産能力の差異による企業の分化
および空間的集積
岸 昭雄（東北大学大学院情報科学研究科）
岡本 亮介（政策研究大学院大学）

発表者
討論者

張 龍三（明海大学不動産学研究科）
加藤 尚史（南山大学経済学部）

Early Bird Session 4
森杉 壽芳（東北大学情報科学研究科）
D-1-1 発表題目 SCGEモデルによる巨大地震リスクに対する
交通ネットワークの評価
発表者 土屋 哲（京都大学工学研究科）
討論者 高木 朗義（岐阜大学工学部）
D-1-2 発表題目 通勤手当支給が高速道路利用に及ぼす影響
座長

山内 敏通（愛媛大学理工学研究科）
新納 克広（奈良県立大学地域創造学部）
D-1-3 発表題目 集積の経済とリサイクル率に関する一般均衡分析
発表者
討論者

発表者
討論者

坪田 建明（京都大学経済学研究科）
人見 和美（電力中央研究所）

休憩(11:00-11:10)
応用一般均衡分析（１）
宮城 俊彦（岐阜大学地域科学部）
11:10-12:30 A-2-1 発表題目 応用一般均衡分析に基づく自動車関連環境負荷
抑制策の経済評価
発表者
武藤 慎一（大阪工業大学工学部）
討論者
阿部 宏史（岡山大学環境理工学部）
A-2-2 発表題目 応用一般均衡モデルによる中国の地域連関分析
座長

発表者
討論者

坂本 博（国際東アジア研究センター）
鄭 小平（立命館大学経済学部）

新経済地理学
小出 博之（名古屋学院大学経済学部）
B-2-1 発表題目 Urbanization, Endogenous Fertality
and Economic Development
発表者 山本 和博（大阪大学経済学研究科）
討論者 小川 光（名古屋大学経済学研究科）
B-2-2 発表題目 工業再分散：Chamberlin と Ricardo の統合

交通（１）
平澤 享輔（札幌学院大学経済学部）
C-2-1 発表題目 高速道路における運転疲労の軽減効果に関する研究

座長

発表者

座長

不確実性(1)
有馬 昌宏（兵庫県立大学応用情報科学研究科）
D-2-1 発表題目 動的な不確実性下における自然独占規制
座長

発表者
吉原 豊（日本道路公団東北支社）
討論者
谷口 守（岡山大学環境理工学部）
C-2-2 発表題目 1990年から2000年にかけての大阪都市圏郊外における D-2-2 発表題目
鉄道を利用した通勤通学者数変化についての分析
発表者 坂西 明子（奈良県立大学地域創造学部）
発表者
討論者 徳岡 一幸（同志社大学経済学部）
討論者
発表者

織田澤 利守（東北大学情報科学研究科）

討論者

曽 道智（香川大学地域マネジメント研究科）

討論者

ポートフォリオ・アプローチによる地域経済の成長と
安定性の分析
安藤 浩一（日本政策投資銀行）
宍戸 栄徳（香川大学地域マネジメント研究科）

昼食(12:30-13:30)
応用一般均衡分析（2）
上田 孝行（東京工業大学理工学研究科）
13:30-14:30 A-3-1 発表題目 Ａｒｍｉｎｇｔｏｎ仮説に基づく交易係数の定式化と
それに整合的なSCGEモデルの検討
発表者
孟 渤（東北大学大学院情報科学研究科）
討論者
上田 孝行（東京工業大学理工学研究科）
A-3-2 発表題目 応用一般均衡分析に基づく微量化学物質
削減政策の経済評価
発表者
河合 俊介（岐阜大学大学院工学研究科）
討論者
矢澤 則彦（東京国際大学商学部）
座長

産業集積
中村 良平（岡山大学経済学部）
B-3-1 発表題目 東京圏における企業立地の集積と分散に関する研究

交通（2）

座長

森田 大樹（三井情報開発株式会社総合研究所）
田北 俊昭（山形大学人文学部）
B-3-2 発表題目 生産効率変化、技術革新、そして地域産業構造
ー関東圏の事例研究１９６０〜２０００
発表者 山村 英司（西南学院大学経済学部）
討論者 衣笠 達夫（追手門学院大学経済学部）

座長
C-3-1 発表題目

発表者

発表者

討論者

討論者
C-3-2 発表題目
発表者
討論者

不確実性(2)
前川 俊一（明海大学不動産学部）
D-3-1 発表題目 ファジイ土地利用モデルによる高齢者社会を考慮した
土地利用誘導策の検討
発表者 高木 朗義（岐阜大学工学部）
討論者 奥村 誠（広島大学工学部）
D-3-2 発表題目 なぜ企業は地震保険を購入するのか
座長

地方における公共交通の需要構造とダイヤ決定問題
横松 宗太（鳥取大学工学部）
空間経済における代替的交通ネットワ−ク整備の効果
文 世一（京都大学経済学研究科）
城所 幸弘（東京大学空間情報科学研究センター）

発表者

大西 正光（京都大学工学研究科）

討論者

休憩(14:50-15:10)
空間経済
藤田 昌久（京都大学経済研究所）
15:10-16:30 A-4-1 発表題目 道路建設と空間経済学
座長

猪原 龍介（京都大学経済学研究科）
浜口 信明（神戸大学経済経営研究所）
A-4-2 発表題目 企業間コミュニケーションと都市間企業配分
発表者
討論者

発表者
討論者

岡本 亮介（政策研究大学院大学）
高塚 創（香川大学地域マネジメント研究科）

空間統計（１）
小林 潔司（京都大学工学研究科）
B-4-1 発表題目 社会経済空間的相互作用の発生確率分布の推定法

交通需要
山田 浩之（羽衣国際大学）
C-4-1 発表題目 時間価値の計測理論

樋口 洋一郎（東京工業大学理工学研究科）
小林 潔司（京都大学工学研究科）
B-4-2 発表題目 空間自己相関モデルによる地方自治体行動の分析

森杉 壽芳（東北大学情報科学研究科）
金本 良嗣（東京大学経済学研究科）
C-4-2 発表題目 アクアラインETC社会実験による需要関数の推定

座長

座長

発表者

発表者

討論者

発表者
討論者

討論者

横井 渉央（東北大学大学院情報科学研究科）
山野 紀彦（電力中央研究所）

発表者
討論者

休憩(16:30-16:50)
16:50-17:40

18:00-

総

懇

会

親

会

金本 良嗣（東京大学経済学研究科）

需要分析
座長
金融危機はキャリア危機？タイの労働力調査を利用
した雇用調整・労働力の再配分・選抜のミクロ実証分析
発表者 町北 朋洋（一橋大学経済研究所）
討論者 土井 正幸（筑波大学社会工学系）
D-4-2 発表題目 「需要曲面」に基づく「需要曲線」の導出ー外部経済性・
価格効用性を伴う財およびサーヴィスの場合ー
発表者 川嶋 辰彦（学習院大学経済学部）
討論者 酒井 泰弘（滋賀大学経済学部）
D-4-1 発表題目

応用地域学会（ＡＲＳＣ）第１８回研究発表大会プログラム

（※一部調整中）

第２日（12月12日（日））
第２会場

公共事業
戸田 常一（広島大学経済学部）
A-5-1 発表題目 事業評価における割引概念と社会的割引率の整合性

住宅
山崎 福寿（上智大学経済学部）
B-5-1 発表題目 中古住宅市場と転売外部性

座長

9:00-10:20

（於：北九州国際会議場）

第１会場

座長

発表者 山鹿 久木（筑波大学システム情報工学研究科）
阪田 和哉（三菱総合研究所社会システム研究本部）
討論者 浅田 義久（明海大学不動産学部）
武藤 慎一（大阪工業大学工学部）
A-5-2 発表題目 費用便益分析に基づく公共投資政策の時間不整合問題 B-5-2 発表題目 住宅の所有形態と子供からの介護を期待する
高齢者の同居選択
発表者 河野 達仁（東北大学工学研究科）
発表者 遠藤 秀紀（日本福祉大学経済学部）
討論者 貝山 道博（埼玉大学）
討論者 澤野 孝一朗（名古屋市立大学経済学研究科）
休憩(10:20-10:40)
社会資本
不動産価格
座長
大河原 透（電力中央研究所）
座長
森泉 陽子（神奈川大学経済学部）
B-6-1 発表題目 東京圏における中古マンション価格の統計分析：
10:40-12:00 A-6-1 発表題目 大都市の産業集積の形成と社会資本の関係
共和分分析とGranger因果性分析
発表者 亀山 嘉大（国際東アジア研究センター）
発表者 隅田 和人（金沢星陵大学経済学部）
討論者 八田 達夫（国際基督教大学）
討論者 清水 千弘（リクルート住宅ディビジョンカンパニー）
A-6-2 発表題目 日本の大都市雇用圏（MEA)における集積の経済と
B-6-2 発表題目 わが国の大都市圏における住宅地価と
社会資本の分析
推定地代の時空間変動
発表者 大城 純男（中京大学経済学研究科）
発表者 豊田 哲也（徳島大学総合科学部）
討論者 瀬古 美喜（慶応義塾大学経済学部）
討論者 柏谷 増男（愛媛大学）
昼食(12:00-13:00)
地方財政
空間統計（２）
座長
吉村 弘（山口大学 経済学部）
座長
土井 正幸（筑波大学社会工学系）
B-7-1 発表題目 重力モデルの頑健推定法の検討：
13:00-14:20 A-7-1 発表題目 都市化過程と公共政策について
数値的アプローチによる評価
発表者 盧 向春（東北大学大学院情報科学研究科）
発表者 島根 哲哉（東京工業大学理工学研究科）
討論者 木立 力（青森公立大学経営経済学部）
討論者 安藤 朝夫（東北大学大学院情報科学研究科）
A-7-2 発表題目 市町村財政におけるフライペーパー効果の検討
B-7-2 発表題目 西日本地域における港湾利用性向の分析
−神戸港を中心として−
発表者 横井 渉央（東北大学大学院情報科学研究科）
発表者 伊藤 秀和（関西学院大学商学部）
討論者 井田 知也（大分大学経済学部）
討論者 宮下 国生（流通科学大学商学部）
休憩(14:20-16:10)
シンクタンクセッション（１）
シンクタンクセッション（２）
座長
山下 彰一（国際東アジア研究センター）
座長
井原 健雄（北九州市立大学社会システム研究科）
B-8
発表題目 アジア国際産業連関表の作成と利用
14:40-16:10 A-8 発表題目 都市の魅力と政策課題
ー北九州市の取り組みを踏まえてー
ー地域科学のツールとしてー
発表者 片山 憲一（北九州市企画政策室長）
発表者 岡本 信広（アジア経済研究所）
谷村 秀彦（北九州市立大学大学院）
中村 純・猪俣 哲史（アジア経済研究所）
神野和俊（北九州都市協会）
黒岩 郁雄（アジア経済研究所）
討論者 谷村 秀彦（北九州大学大学院）
討論者 井原 健雄（北九州市立大学社会システム研究科）
発表者
討論者

第３会場
航空
柴田 洋雄（山形大学人文学部）
9:00-10:20 C-5-1 発表題目 アクセスコストと輸送密度の経済性を考慮した
空港配置に関する研究
発表者 大橋 忠宏（弘前大学人文学部）
討論者 黒田 達朗（名古屋大学環境学研究科）
C-5-2 発表題目 ハブ空港間の競争ー接続時間の差別化と
商業財・サービスへの消費
発表者 林 明信（名古屋大学経済学研究科）
討論者 太田 和博（専修大学商学部）
休憩(10:20-10:40)
比較優位
座長
10:40-12:00 C-6-1 発表題目 比較優位と垂直的生産ネットワーク
座長

横田 一彦（国際東アジア研究センター）
鈴木 崇児（中京大学経済学部）
C-6-2 発表題目 技能労働者の形成と産業集積
発表者
討論者

発表者
討論者

浜口 伸明（神戸大学経済経営研究所）
曽 道智（香川大学地域マネージメント研究科）

昼食(12:00-13:00)
コミュニティ
大澤 義明（筑波大学社会工学系）
13:00-14:20 C-7-1 発表題目 NIMBY施設の空間的偏奇に関する統計的検証：
福島県のごみ焼却施設を例に
発表者 芥川 一則（福島工業高等専門学校）
討論者 柿本 竜児（熊本大学工学部）
C-7-2 発表題目 小学校における地域学習教材としての土木事業の活用
に関する研究−岐阜県長良川流域を対象として−
発表者 山田 孝太郎（岐阜大学工学研究科）
討論者 近藤 光男（徳島大学工学研究科）
C-7-3 発表題目 Modeling the Regional Economic Loss of Natural
Disasters
発表者 山野 紀彦（電力中央研究所）
討論者 多々納 裕一（京都大学防災研究所）
座長

